
自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

【資産の部】

  固定資産 28,996,253

    有形固定資産 27,490,179

      事業用資産 8,251,450

        土地 2,257,877

        立木竹 138,589

        建物 12,454,277

        建物減価償却累計額 -6,684,257

        工作物 734,134

        工作物減価償却累計額 -665,047

        船舶 -

        船舶減価償却累計額 -

        浮標等 -

        浮標等減価償却累計額 -

        航空機 -

        航空機減価償却累計額 -

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 15,876

      インフラ資産 19,163,800

        土地 1,256

        建物 789,457

        建物減価償却累計額 -411,218

        工作物 40,090,201

        工作物減価償却累計額 -21,326,017

        その他 -

        その他減価償却累計額 -

        建設仮勘定 20,120

      物品 505,989

      物品減価償却累計額 -431,059

    無形固定資産 35,354

      ソフトウェア 35,354

      その他 -

    投資その他の資産 1,470,720

      投資及び出資金 14,618

        有価証券 2,209

        出資金 12,409

        その他 -

      長期延滞債権 39,290

      長期貸付金 7,170

      基金 1,411,072

        減債基金 51,879

        その他 1,359,193

      その他 -

      徴収不能引当金 -1,430

  流動資産 662,367

    現金預金 208,464

    未収金 7,391

    短期貸付金 -

    基金 446,524

      財政調整基金 446,524

      減債基金 -

    棚卸資産 -

    その他 -

    徴収不能引当金 -13

  繰延資産 -

資産合計 29,658,620

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：全体会計   

貸借対照表(BS) （単位：千円）

科目名

報告書（連結財務諸表）

金額

【負債の部】

  固定負債 4,935,237

    地方債等 4,427,887

    長期未払金 240,994

    退職手当引当金 262,732

    損失補償等引当金 -

    その他 3,624

  流動負債 727,879

    １年内償還予定地方債等 617,854

    未払金 21,160

    未払費用 -

    前受金 -

    前受収益 -

    賞与等引当金 50,967

    預り金 33,231

    その他 4,666

負債合計 5,663,115

【純資産の部】

  固定資産等形成分 29,442,778

  余剰分（不足分） -5,447,272

  他団体出資等分 -

純資産合計 23,995,505

負債及び純資産合計 29,658,620



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：全体会計   

行政コスト計算書(PL) （単位：千円）

科目名

  経常費用 4,765,664

    業務費用 3,104,419

      人件費 678,484

        職員給与費 603,236

        賞与等引当金繰入額 50,967

        退職手当引当金繰入額 -14,570

        その他 38,851

      物件費等 2,347,010

        物件費 1,071,709

        維持補修費 145,499

        減価償却費 1,128,357

        その他 1,444

      その他の業務費用 78,925

        支払利息 60,740

        徴収不能引当金繰入額 491

        その他 17,694

    移転費用 1,661,245

      補助金等 1,447,452

      社会保障給付 199,683

      その他 14,111

  経常収益 340,692

    使用料及び手数料 189,054

    その他 151,638

純経常行政コスト 4,424,972

  臨時損失 515

    災害復旧事業費 -

    資産除売却損 -

    損失補償等引当金繰入額 -

    その他 515

  臨時利益 3,378

    資産売却益 3,378

    その他 -

純行政コスト 4,422,109

報告書（連結財務諸表）

金額



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：全体会計   

純資産変動計算書(NW) （単位：千円）

科目名 合計 固定資産等形成分 余剰分(不足分) 他団体出資等分

前年度末純資産残高 24,529,666 30,206,177 -5,676,511 -

  純行政コスト（△） -4,422,109 -4,422,109 -

  財源 3,887,948 3,887,948 -

    税収等 2,755,700 2,755,700 -

    国県等補助金 1,132,248 1,132,248 -

  本年度差額 -534,161 -534,161 -

  固定資産等の変動（内部変動） -763,399 763,399

    有形固定資産等の増加 483,517 -483,517

    有形固定資産等の減少 -1,128,357 1,128,357

    貸付金・基金等の増加 153,886 -153,886

    貸付金・基金等の減少 -272,445 272,445

  資産評価差額 - -

  無償所管換等 0 0

  他団体出資等分の増加 - -

  他団体出資等分の減少 - -

  比例連結割合変更に伴う差額 - - - -

  その他 - - -

  本年度純資産変動額 -534,161 -763,399 229,239 -

本年度末純資産残高 23,995,505 29,442,778 -5,447,272 -

報告書（連結財務諸表）



自治体名：壮瞥町 年度：平成29年度

会計：全体会計   

資金収支計算書(CF) （単位：千円）

科目名

【業務活動収支】

  業務支出 3,649,427

    業務費用支出 1,988,182

      人件費支出 691,124

      物件費等支出 1,223,176

      支払利息支出 60,740

      その他の支出 13,143

    移転費用支出 1,661,245

      補助金等支出 1,447,452

      社会保障給付支出 199,683

      その他の支出 14,111

  業務収入 4,235,228

    税収等収入 2,763,058

    国県等補助金収入 1,132,248

    使用料及び手数料収入 189,681

    その他の収入 150,240

  臨時支出 -

    災害復旧事業費支出 -

    その他の支出 -

  臨時収入 -

業務活動収支 585,800

【投資活動収支】

  投資活動支出 637,034

    公共施設等整備費支出 483,517

    基金積立金支出 152,736

    投資及び出資金支出 -

    貸付金支出 780

    その他の支出 -

  投資活動収入 270,157

    国県等補助金収入 -

    基金取崩収入 266,451

    貸付金元金回収収入 328

    資産売却収入 3,378

    その他の収入 -

投資活動収支 -366,877

【財務活動収支】

  財務活動支出 623,319

    地方債等償還支出 601,946

    その他の支出 21,373

  財務活動収入 405,623

    地方債等発行収入 405,623

    その他の収入 -

財務活動収支 -217,696

本年度資金収支額 1,228

前年度末資金残高 174,006

比例連結割合変更に伴う差額 -

本年度末資金残高 175,234

前年度末歳計外現金残高 33,231

本年度歳計外現金増減額 -

本年度末歳計外現金残高 33,231

本年度末現金預金残高 208,464

報告書（連結財務諸表）

金額


